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１ 英国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生とＥＵ及び我が国の対応について

農林水産省 厚生労働省
年 英国におけ 英国の対応 ＥＵの対応

る 発 生 等 国境措置 国内措置 国境措置 国内措置

１９８５ ・１９５１年から、牛肉
以前 について、英国からの輸

入禁止

・英国における口蹄疫の
発生に伴う措置

１９８６ ・英国内で初めて確認
（１１月）

１９８８ ・届出の義務化（６月）

・反すう動物由来のたん白質
について、反すう動物への飼
料としての販売・供給・使用
を禁止（７月）

１９８９ ・ (英国でと殺された６ ・１９８８年７月１８日以前SBO
ヶ月齢以上の牛の特定臓器 に生まれた牛及びＢＳＥ感染
（脳、脊髄、胸腺、腸（十二 又は疑いがある牛の子につい
指腸以下 、脾臓、扁桃）) て、英国から加盟国への輸出）
について、食用のための販売 を禁止（７月）
を禁止（１１月）

１９９０ ・ＳＢＯ及びＳＢＯを含む飼 ・英国から輸出される牛の年 ・生きた牛について、英国か
料又はＳＢＯ由来のたん白質 齢を６ヶ月未満に制限 ３月 らの輸入を停止、肉骨粉につ（ ）
を含む飼料について、すべて いて、英国からの輸入条件を
の動物の飼料としての販売・ ・と殺時に６ヶ月齢以上の牛 強化（７月）
供給・使用を禁止（９月） 由来の脳、脊髄、胸腺、腸、

脾臓、扁桃について、英国か
・ＳＢＯ又はＳＢＯ由来のた ら他の加盟国への輸出を禁止
ん白質を含む飼料の他の加盟 （４月）
国への輸出を許可制（９月）

（ ）・発生報告を義務づけ ４月

１９９１ ・ＢＯ（英国で死んだ又はと
殺された６ヶ月齢以上の牛の
臓器 脳 脊髄 胸腺 腸 十（ 、 、 、 （
二指腸以下 、脾臓、扁桃 ）） ）
及びＢＯ由来たん白質を含む
飼料について、第三国への輸
出を規制（７月）
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農林水産省 厚生労働省
年 英国におけ 英国の対応 ＥＵの対応

る 発 生 等 国境措置 国内措置 国境措置 国内措置

・ＳＢＯ由来肉骨粉につい
て、肥料への使用を規制
（１１月）

・ＳＢＯ由来たん白質の農場
からの移動を規制（１１月）

１９９２ ・英国での発生ピーク ・ＢＳＥの疑いがある牛の受
（３万７千頭） 精卵について、ＥＵ域内貿易

を禁止（５月）

１９９４ ・２ヶ月齢以下で死亡した ・ほ乳動物由来たん白質（非
もの除き、全ての牛の胸腺及 反すう動物由来のものを分別
び腸について、ＳＢＯに追加 した場合を除く）について、
（１１月） 反すう動物への飼料としての

給与を禁止（６月）

・６ヶ月齢以上の牛からの脊
髄、神経、リンパ組織除去を
義務づけ及びそれらを食用と

（ ）して用いることを禁止 ７月

１９９６ ・英国政府諮問機関に ・ほ乳動物由来の肉骨粉飼料 ・英国からの生体牛 牛精液 ・牛肉加工品及び肉骨粉等に ・伝染性海綿状脳症を家畜伝 ・英国（英国本土及び北アイ ・伝染性海綿状脳症をと畜場、 、
よるＢＳＥと変異型Ｃ について、販売及び全ての家 受精卵、肉、肉骨粉等につい ついて、英国（英国本土及び 染病予防法の政令で指定（サ ルランド からの牛肉 内臓 法のと畜検査対象疾病に追加） （ 、
ＪＤの関連性の可能性 畜、魚、馬類への給与を禁止 て、加盟国及び第三国への輸 北アイルランド）からの輸入 ーベイランスを開始 （４月） 骨等を含む）及びその加工品 （臨床検査及び病理検査によ）
を発表（３月） （３月） 出を禁止（３月） を停止（３月） について 輸入自粛を指導 ３ るサーベイランスを開始）、 （

・反すう動物の組織を用いた 月） （４月）
・ＷＨＯが 「ヒトお ・ほ乳動物由来の肉骨粉及び ・英国産反すう動物を原料と 飼料原料（肉骨粉等）につい、
よび動物の伝達性海綿 ほ乳動物由来の肉骨粉由来物 した飼料及びペットフードに て、反すう動物に給与する飼 ・英国以外の国を経由して、
状脳症に関連した公衆 質あるいは、ほ乳動物由来の ついて、輸入を行わないよう 料とすることのないよう指導 英国産牛肉加工品等が輸入さ
衛生の問題に関するＷ 肉骨粉を含む物質について、 指導（４月） （４月） れないよう、輸出国にかかわ
ＨＯ専門家会議報告 農業用肥料としての使用を禁 らず、原材料の原産国を確認
書」をとりまとめ（４ 止（４月） ・英国産反すう動物由来物質 するよう指導（４月）
月 （別紙参照） について、動物用医薬品等の）

製造原料として使用しないよ
う指導（４月）

１９９７ ・伝染性海綿状脳症を家畜伝 ・英国以外でと殺された牛を
染病予防法の法定伝染病に指 原材料をした加工品で、英国
定（４月） 政府発行の証明書が添付され

ているものについては、その
輸入を認める旨通知（指導）
（２月）
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農林水産省 厚生労働省
年 英国におけ 英国の対応 ＥＵの対応

る 発 生 等 国境措置 国内措置 国境措置 国内措置

１９９８ ・めん羊・山羊の特定危険部 ・ＢＳＥに関する各国のステ
位（ＳＲＭ）や頭部について ータス評価について、具体的
食用及び飼料としての販売・ な作業を開始（１月）
使用を禁止
（１月）

２０００ １９９９年以降英国以 ・ＳＲＭを除去・廃棄 食用 ・反すう動物の組織を用いた ・ＥＵ諸国等原産の脳、脊髄（ 、
外のＥＵ諸国において 飼料用の禁止 （１０月） 飼料原料（肉骨粉等）につい 等について、輸入自粛を指導）
発生が急増 て、反すう動物に給与する飼 （１２月）

料とすることのないよう改め
（ 、て周知徹底を指導（１２月） ・ＥＵ諸国等の牛肉等 牛肉

臓器、これらを原料とした加
・ＥＵ諸国等を原産国とする 工品等）について、輸入自粛
反すう動物由来物質について を指導（１２月）、
行政指導により、動物用医薬
品等の製造原料として使用し
ないよう指導（１２月）

・ＥＵ諸国等を原産国とする
反すう動物から製造される物
質について、飼料添加物の製
造原料として使用しないよう
指導（１２月）

２００１ ・動物由来たん白質につい ・肉骨粉等の動物性加工蛋白 ・ＥＵ諸国等を原産国とする ・食肉等について、ＥＵ諸国 ・ ２４ヶ月齢以上の牛のう「
て、全家畜への給与禁止（１ について、ＥＵ諸国等からの 反すう動物由来物質を製造原 等からの輸入を禁止（第三国 ち、運動障害、知覚障害、反
月） 輸入を停止（１月） 料としている動物用医薬品等 でと殺、解体以外の処理、加 射又は意識障害等の神経症状

について、個人輸入しないよ 工等が行われたものを含む） が疑われるもの」を対象とし
・動物由来たん白質の全家畜 ・牛肉及び牛加工品について う指導（３月） （２月） て、異常プリオンの有無を検、
への給与禁止措置を延長（６ ＥＵ諸国等からの輸入を停止 査するサーベイランスを開始
月） （１月） ・サーベイランス要領を発出 ・ＥＵ諸国等を経由して輸入 （５月）

し、ウェスタンブロット法を される牛肉等について、輸入
・めん羊・山羊、その肉、肉 導入したＢＳＥ検査を強化 ４ 自粛を指導（２月） ・加工食品への特定危険部位（
製品、肉骨粉について、ＥＵ 月） の使用・混入の自主点検、自
諸国等からの輸入を停止（４ 主回収を指導（１０月）
月） ・反すう動物用飼料への反す

う動物等由来たん白質の混入 ・食肉処理時のと畜場におけ
・第三国に対するステータス 防止に関するガイドラインを るＢＳＥ全頭検査の開始
評価を開始（４月） 制定（６月） （１０月）

・飼料用及び肥料用の肉骨粉 ・反すう動物等由来たん白質 ・特定危険部位の除去・焼却
等について、すべての国から について、牛への給与を禁止 を法令上義務化（１０月）
の輸入を停止（１０月） （９月）

・加工食品への特定危険部位
・飼料用・肥料用の肉骨粉等 の使用・混入の自主点検結果
及び肉骨粉等を含む飼料・肥 の公表（１１月）
料の製造及び工場からの出荷
について、一時停止を要請
（１０月）
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農林水産省 厚生労働省
年 英国におけ 英国の対応 ＥＵの対応

る 発 生 等 国境措置 国内措置 国境措置 国際措置

・家畜の飼料について、肉骨
粉等の使用を全面禁止（１０
月）

・反すう動物由来物質につい
て、原則、動物用医薬品等の
製造原料として使用しないよ
う指導
（１０月）

・ＢＳＥ検査マニュアルを発
出し、検査防疫体制を強化
（１０月）

・動物性たん白質を含む肥料
について、放牧地への散布を
自粛するよう指導（１０月）

・家畜の飼料について、肉骨
粉等のうち、豚、馬、鶏に由

、来する血粉や血しょうたん白
鶏に由来するチキンミール及
びフェザーミールについて、
豚及び鶏への使用を解禁
（１１月）

・ペットフード用及び肥料用
の豚、馬及び鶏のみに由来す
る肉骨粉等及びそれらの肉骨
粉等を含むペットフード・肥

、料の製造及び工場からの出荷
既存の蒸製骨粉類の複合肥料
への製造及び工場からの出荷
について、一時停止要請を解
除（１１月）
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２ 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）感染牛の発生に係る対応の経緯について

月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

８月 ６日 ・千葉県食肉衛生検査所が
当該牛を「敗血症」と診断
し、食肉には不適として、
「全部廃棄」の命令

・同県家畜保健衛生所が
サーベイランス（平BSE

成 年 月 日付衛生課13 4 2
長通知）の対象として当該
牛の頭部を引き取り。頭部
以外は化製場へ回り、レン
ダリング処理

８月１３日 ・千葉県畜産課から衛生課に対し （独）動、
物衛生研究所に病性鑑定を依頼した旨ＦＡ
Ｘ送付

８月１５日 ・ 独）動物衛生研究所が、 ・ 独）動物衛生研究所から衛生課に対し、（ （
検体についてプリオニクス 電子メールにより左記の事実を連絡
テストを行い、陰性と判定

８月２４日 ・千葉県家畜保健衛生所が病 ・千葉県畜産課から衛生課に対し、左記の事
理組織学的検査を実施した 実について電話連絡の後 連絡。併せFAX
ところ、当該牛の脳に空胞 て、プリオニクステストの結果の確認及び
を発見し、千葉県畜産課へ （独）動物衛生研究所での病理組織の再検
連絡 査が必要か否かの確認の要請。

・衛生課より（独）動物衛生研究所に電話で
連絡を試みたが、担当者不在により連絡で
きず（結果的に３０日に連絡）

８月３０日 ・衛生課から（独）動物衛生研究所に対し、
電話により、上記のプリオニクステストの
結果が陰性であることを再確認

・同研究所は衛生課に対し、千葉県より病理
、 。材料の送付があれば 再検査を行うと回答

・衛生課から千葉県畜産課に対し、電話によ
り、上記のプリオニクステストの陰性結果
を連絡するとともに （独）動物衛生研究、
所に病理材料を送付するよう連絡

（ただし、千葉県畜産課は、９月４日に上記
の指示を受けたと認識）
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月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

９月６日 ・千葉県畜産課が、当該病理
組織学的検査材料を（独）
動物衛生研究所に送付
（７日に到着）

９月７日 ・ 独）動物衛生研究所が病 ・ 独）動物衛生研究所より衛生課に対し、（ （
理組織学的検査を実施し、 左記の事実を報告
空胞を確認。翌８日にプリ
オニクステストの再検査及
び確定診断法である免疫組
織化学的検査に着手

９月８日 ・ 独）動物衛生研究所がプ ・千葉県畜産課から衛生課に対し、当該牛は（
リオニクステストの再検査 全部廃棄され、食用には供されていない旨
を行い、陰性と判定 電話連絡

９月１０日 ・ 独）動物衛生研究所が免 ・ 独）動物衛生研究所より衛生課に対し、 ・確定診断までの間、当該牛が飼育され ・千葉県畜産課は、（ （
、疫組織化学的検査により、 左記の事実について、電話で連絡し ていた千葉の農場の食肉等の販売中止 同県衛生指導課に

陽性を確認（１５時頃） （１５時３０分頃 、ＦＡＸ送付 を千葉県に指示 ＢＳＥの疑いがあ）
・衛生課より厚生労働省監視安全課に対し、 る牛が確認された
左記の事実について電話で連絡（１５時３ ことを連絡
０分）した後、往訪して説明し、連携して ・千葉県衛生指導課
対応するよう要請（１６時） から茨城県生活衛

・衛生課より千葉県畜産課に対し、左記の事 生課に対し、当該
実について 電話で連絡 １５時３０分 牛のレンダリング、 。（ ）

・ＢＳＥの疑いがある牛が確認された旨、公 処理の可能性につ
表。その際 「当該牛については、すべて いて調査依頼、
廃棄され、食用には供されていない」旨説
明し、記者からの「焼却処分か」との質問
に対し 「そのとおり。食用には供しない、
と聞いている 」と応答 （１８時３０分）。 。

・当該牛の同居牛等の追跡調査等の原因究明
のための調査を開始
（１０月４日までに同居牛はすべて陰性で
あることを確認）

・農林水産省牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策本
部（本部長：遠藤副大臣）設置、開催
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月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

９月１１日 ・消費者等に対する説明会（第１回）の開催 ・ 牛海綿状脳症に関する研究班」会議 ・茨城県生活衛生課「
・第５回牛海綿状脳症( )に関する技術検 及び「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に係る から千葉県衛生指BSE
討会及び第１回牛海綿状脳症( )防疫委 食肉安全対策本部」を設置、開催 導課に対し、８月BSE
員会を開催 ６日に千葉の業者

から茨城の業者に
原料（当該牛が含
まれていたかにつ
いては不明）の搬
入があったこと、
更にその原料はレ
ンダリング処理さ
れ、養魚用飼料と
して出荷されてい
たこと等を、ＦＡ
Ｘにて報告

９月１２日 ・ に関する牛の緊急全戸全頭調査開始 ・都道府県等に対し通知を発出し、現在BSE
13（９月３０日終了） 実施しているサーベイランス 平成（

・牛用配合飼料の製造工場に対する緊急立入 年 月 日付食品保健部長通知）5 17
検査開始（９月２１日終了） の徹底を要請

・千葉県畜産課より衛生課に対し、ＦＡＸに ・千葉県衛生指導課から監視安全課に対 ・千葉県畜産課は、
て当該牛の処理（焼却処分でなくレンダリ し、当該牛はレンダリング処理され、 同県衛生指導課よ
ング処理されたこと）について報告 養魚用飼料として出荷されていたとの り上記ＦＡＸを入

連絡があり、監視安全課は、事実関係 手
を確認するよう千葉県に指示

・監視安全課から農林水産省衛生課に対
し、当該牛はレンダリング処理され、
魚用のエサになったと千葉県から情報
があった旨連絡

９月１３日 ・徳島県畜産課より衛生課に対し、業者が当
該牛に係る肉骨粉を保管しているが、どう
すべきか相談があった旨電話連絡

９月１４日 ・当該牛が焼却処分でなくレンダリング処理
されたことを公表。

・当該牛から生産された肉骨粉について家畜
伝染病予防法に基づき移動を禁止

９月１８日 ・飼料安全法に基づき、牛等反すう動物由来
たん白質を含む牛用飼料の製造・販売・牛
への給与を禁止
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月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

９月１９日 ・ 関連緊急対策（第一次分）の公表 ・第２回研究班会議及び第２回対策本部BSE
・厚生労働省の実施するスクリーニング検査 を開催し、緊急対策として、と畜場に
体制が整うまで、３０ヶ月齢以上の牛の出 おける スクリーニング検査を次BSE
荷繰延べを指導 のとおり強化することを決定

ア）２４ヶ月齢以上の牛のうち、運動
障害、知覚障害、反射又は意識障害

等の神経症状が疑われるもの及び全身
症状を示すもの全頭
イ）神経症状が疑われない場合であっ
ても、３０ヶ月齢以上の牛について

全頭

９月２０日 ・農場におけるサーベイランスの強化につい
て、都道府県へ通知（中枢神経症状の牛に
ついて検査・焼却）

９月２１日 ・英国獣医研究所から、 ・第６回牛海綿状脳症( )に関する技術検BSE BSE
である旨の診断の通知 討会及び第２回牛海綿状脳症( )防疫BSE

委員会合同会議を開催

９月２５日 ・ 関連緊急対策の具体的内容（第一次BSE
分）の公表

（ （ ））９月２６日 ・肉骨粉等の海外調査 英国 ３０日まで

９月２７日 ・農林水産大臣から環境大臣に対し肉骨粉の ・３０ヶ月齢以上の牛に係ると畜場の使
焼却処理が円滑に行われるよう、廃棄物処 用の一時的制限について、都道府県等
理行政からの協力を要請 を通じて、と畜場管理者等に要請。

・生後１２ヶ月以上の牛の頭蓋（舌、頬
肉を除く ）及び脊髄並びに全ての牛。
の回腸遠位部（盲腸の接続部分から２

） 、メートル以上 を除去し焼却するよう
都道府県等を通じて関係営業者に対し
指導。

・第１回都道府県等の担当者会議を開催

９月２８日 ・消費者等に対する説明会（第２回）の開催
（風評被害防止対策や肉骨粉全面停止につ
いて意見聴取）

・都道府県等の担当者に対する説明会の開催
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月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

１０月 １日 ・肉骨粉（鶏・豚等を含む）の飼料・肥料と
しての輸入、製造及び販売の一時全面停止
を関係団体及び都道府県知事等を通じて飼
料の製造業者等に要請（１０月４日から実
施）

１０月 ３日 ・地方農政局長等会議の開催。 ・スクリーニング検査の開始日を１０
月１８日として全国一斉に実施でき
るよう、都道府県等の協力要請

（ ）１０月 ４日 ・北海道及び千葉県の同居牛すべて ７０頭
について 検査を行った結果、すべてBSE
陰性を確認

、 、１０月 ５日 ・消費者・専門家等から構成される「 ・牛由来原材料の点検 保健所への報告BSE
対策検討会 （第１回）の開催 特定危険部位の使用又は混入が認めら」

れた場合の原材料変更、当該食品の販
売中止を、関係団体及び都道府県知事
等を通じて、食品の製造者及び加工者
に要請

１０月 ９日 ・と畜場におけるスクリーニング検査の
対象を３０ヶ月齢未満も含めた全ての
牛に拡大する方針を決定

１０月１０日 ・ 関係副大臣プロジェ ・１０月９日の厚生労働省の公表を受けて、 ・厚生労働省が実施するＢＳＥ技術研修BSE
クトチームの立ち上げ。 農林水産省としても３０ヶ月齢未満も含め に使用するサンプルを東京都中央卸売
（７省の副大臣が参加） た牛の出荷繰延べを指導 市場食肉市場より提供

・研修においてスクリーニング検査（エ
・ 関連緊急対策の具体的な内容（第二 ライザ法）を実施。陽性の結果BSE
次分）の公表

１０月１１日 ・第７回牛海綿状脳症( )に関する技術検 ・上記ＢＳＥ技術研修において２回目のBSE
討会を開催 検査を実施。再度陽性の結果。東京都

・ 牛海綿状脳症に関する研究」の研究班会 衛生局に検査結果を連絡（念のため該「
議及び牛海綿状脳症( )に関する技術検 当する食肉の流通を停止するよう要BSE
討会合同会議を開催 請）

・肉骨粉等の海外調査（デンマーク、香港及
びタイ（１８日まで ））
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月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

１０月１２日 ・肉骨粉等の海外調査（イタリア（１９日ま ・東京都が今後の対応等について公表。
で ） ・横浜検疫所にて、確認検査（ウェスタ）

・横浜検疫所でエライザ検査陽性となった牛 ンブロット法）を実施。
の追跡調査等の防疫措置を実施。ウエスタ ・第２回都道府県等の担当者会議を開催
ンブロット法の結果（陰性）を受け解除 ・ウェスタンブロット法の結果、陰性で

あることを確認し、公表

１０月１５日 ・飼料安全法に基づき、家畜用飼料のうち肉 ・第３回対策本部開催
骨粉等を含むものについては全て製造・販
売・家畜への給与を禁止（即日施行。ただ
し、施行時までに既に製造・出荷されてい
た飼料の使用禁止については 月 日施11 1
行）

・肥料取締法に基づき、肉骨粉等を含む肥料
の家畜への誤用・流用防止のための表示を
義務化

１０月１６日 ・ＢＳＥ感染牛に係る公表時期を「確定
診断の結果が出た段階」とする方針を
決定

・１０月１８日より実施するスクリーニ
ング検査の要領を「牛海綿状脳症検査
実施要領」としてとりまとめ都道府県
等に周知

１０月１７日 ・第８回牛海綿状脳症( )に関する技術検 ・と畜場法施行規則の一部改正BSE
討会及び第３回牛海綿状脳症( )防疫委 全ての牛の①頭部（舌及び頬肉を除BSE
員会合同会議を開催 く 、②脊髄、③回腸のうち盲腸との。）

接続部分から２ までの部分の焼却m
義務付け （ただし、①については施。
行後１年間は脳及び眼とする ）。

・食肉処理における背割り時の脊髄によ
る枝肉の汚染防止措置を「食肉処理に
おける特定危険部位管理要領」として
とりまとめ、都道府県等に周知

１０月１８日 ・厚生労働大臣・農林水産大 ・牛海綿状脳症（ ）検査対応マニュアル ・全国の食肉衛生検査所（１１７ヵ所）BSE
臣共同記者会見 の制定 等におけるスクリーニング検査の一斉

開始
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月日 事実 農林水産省の対応 厚生労働省の対応 県の対応等

・と畜されるすべての牛につ ・と畜検査申請にあたり必要となる情報の提 ・加工食品の特定危険部位使用、混入自
いて 検査を開始 供の徹底を出荷者に要請 主点検の中間とりまとめを公表BSE

・反すう動物由来物質について、原則、動物
用医薬品等の製造原料として使用しないよ
う指導

１０月１９日 ・第２回 対策検討会の開催BSE

１０月２４日 ・ 関連対策の大枠の公表BSE

１０月２６日 ・ 関連対策の個別事業の概要を公表 ・ 検査の判定方法を、念のため、BSE BSE
以下のように変更する方針を決定
①スクリーニング検査により陽性と判
定された牛については、確認検査とし
てウェスタン・ブロット法及び免疫組
織化学検査を実施すること。
②ウェスタン・ブロット法又は免疫組
織化学的検査の結果のいずれかが陽性
の場合は 陽性と判定し、いずれBSE
も 陰性の場合には陰性と判定すBSE
ること。

１０月３１日 ・肉骨粉等の海外調査（韓国及び台湾、イン
（ ）ドネシア及びフィリピン １１月７日まで

１１月 １日 ・牛用飼料への混入・誤用・流用を防止する
万全の措置を講じることを条件として、鶏
・豚由来の血粉、血しょうたんぱく、フ
ェザミール等の豚・鶏用飼料、ペットフー
ド及び肥料としての利用及び既存の蒸製骨
粉類の複合肥料としての利用ができるよう
、一時停止措置を解除

１１月 ２日 ・加工食品の特定危険部位使用、混入自
主点検とりまとめを公表

（ （ ））１１月１１日 ・肉骨粉等の海外調査 中国 １６日まで



３ 生 産 か ら 消 費 ま で の 流 れ

【 】 【 】 【 】 【 】 【 】段 階 生 産 処 理 加工・製造 販 売 消費

卸売市場

消
食肉卸 小売店・スーパー、外食店

費製造・加工
メーカー

者
検査に合格した牛の枝肉等

※特定危険部位：脳、脊髄、眼、回腸遠位部牛及び食肉
の流れ

全ての牛の特定危険部位
と殺・解体→と畜検査 焼 却
通常検査(生体、解体前後) (10.18から)牛 の 飼 養 BSE検査陽性の牛
BSE検査(13.10.18から)

ほ育育成から ｴﾗｲｻﾞ法でｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査。
BSE検査陰性の牛、出荷まで 陽性の牛はｳｴｳｽﾀﾝﾌﾞﾛｯﾄ法
通常検査不合格の牛及び免疫組織化学的検査

を実施し、判定。
死亡・廃用牛
（次頁参照）

検査に合格した牛の骨、くず肉、皮等
(特定危険部位は焼却。(10.18から))

動物油脂 加工メーカー
化製場

肉骨粉等(副産物) 飼料等製造メーカー
10.4から肉骨粉等の飼料・肥料として
の輸入・製造・出荷を全面停止。
11.1から豚鶏由来の一部肉骨粉等の豚
鶏用への利用は解除。

原皮卸 加工メーカー

〔食用の肉に関する対応〕
○飼料、動物用医薬品の使用規制 ○と畜場の設置許可 ○食肉販売業の施設基準 ○食肉販売業、食肉製品製造業の施設 ○食肉販売業、飲食店営業の施設基準
○家畜伝染病の予防等家畜衛生の ○と畜検査の実施 の設定、営業認可と監 基準の設定、営業認可と監視・指導 の設定、営業認可と監視・指導
確保 (通常検査、BSE検査) 視・指導 ○食品、食品添加物に関する公衆衛生 ○食品、食品添加物に関する公衆衛生衛生に関す

の観点からの基準・規格の設定 の観点からの表示基準の設定と監視る行政から
○食品検査の実施 ・指導の対応

〔骨、くず肉等に関する対応〕
○化製場の設置許可 ○飼料、飼料添加物の製造等に関する

基準・規格の設定

（注）塗りつぶし は農林水産省の業務、それ以外は厚生労働省の業務。



死亡獣畜処理の流れ（牛の流れ）

発生前の流れ 発生後の流れBSE BSE

農 場 家畜保健衛生所 農 場 家畜保健衛生所
3BSE BSE検査 検査

注

病性鑑定 病性鑑定実 施 実 施

焼 却 焼 却死亡・廃用牛 死亡・廃用牛

未検査 未検査BSE BSE
死亡獣畜取扱場 死亡獣畜取扱場（事故などで明らかに （事故などで明らかに

以外で死亡・廃用に 以外で死亡・廃用にBSE BSE
解体 焼却・埋却 解体 焼却・埋却なった場合） なった場合）

化製場 廃棄物焼却施設 化製場＊

焼 却
肉骨粉の製造 肉骨粉への処理

死亡獣畜取扱場の許可を受けたところ。*

廃棄物焼却施設
焼 却

（飼料・肥料等）

（注１） 「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域（化製場等に関する法律第１条第３項）

「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設（化製場等に関する法

律第 条第 項 。1 2 ）

（注２） 「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊（化製場等に関する法律第 条第 項 。1 1 ）

（注３） 「牛海綿状脳症検査対応マニュアル （平成 年 月 日付農林水産省畜産部長通知）に従って実施 （主な検査対象：① を疑う症状や中枢神経症状」 。13 10 18 BSE
を示す牛、②中枢神経症状を示して死亡した牛、③ ヵ月齢以上の死亡牛のうち 頭）24 4,500


